
賀茂 第４４６号 令和４年９月１日 

福岡市賀茂公民館 福岡市早良区賀茂1丁目３３番7号   電話 863-7741 Fax 863-7952 

９月３日，１０日，１７日，２４（土）

【利用時間】1０：００～１４：００

【場    所】  賀茂公民館 児童等集会室 

かも文庫の貸し出し冊数が，お一人3冊まで， 

貸し出し期間は，2週間に変更いたしました。 

９月１２日（月） 13：30～14：00 

【対 象】妊産婦および0～6歳児とその保護者 

【定 員】先着12組 

※事前申し込みとなります。8月29日（月）の 9：00

から受け付け開始です。

早良区地域保健福祉課へお申し込み下さい。

TEL 833-4363   FAX 833-4349

  

 
 

温泉の魅力は？ 温泉の効能は？ 

大分支社に勤務の頃，毎週のように別府を訪れ  
ていた柿元さん。温泉にまつわるお話をお楽し  
みに…。  

 

 

外国製のペーパーナプキンを使って， 

フリルたくさんのお人形を作ります。

お好きな柄を選んで，世界に一つだけ

の作品を作りませんか。

高齢者

  第1部   9：30 ～10：30 

  第2部  11：00 ～12：00 

【場 所】    賀茂公民館 講堂

・運動のできる服装でお越しください。

・初めて参加される方は，ご都合の良い時間帯を

ご連絡の上，お申し込みください。

＜祝日ですが，開催いたします！＞ 

９/２３ 

（金） 

要申込 要申込 

主催事業のお知らせ  ～事前の申し込みをお願いいたします。～ 
【今後の状況により，変更・中止の場合があります。ご了承ください。】 

９/14 

（水） 

９/３ 

（土） 

９/10 

（土） 

５ｃｍ角のつみきで自由に遊べます。最後
にみんなで一緒に巨大な作品を作ります。
今回は何を作るかお楽しみに…♪ 

←前回（3月）の様子です 

９/16 

（金） 

９/17 

（土） 

要申込 

要申込 

要申込 

要申込 

子育てQ-BU「キコロ」つみきあそび  

１３：３０～１５：３０ 

共催；NPO法人「幸せな家庭環境をつくる会」福岡支部 

福岡「つみき」のみなさん 
参加費；無料  定 員；15名 

対 象；小学3年生以下 

地域カフェ 

「湯けむり紀行～温泉王国九州と別府～」

１3：3０～１5：３０ 

講 師；元時事通信記者 柿元 薫 さん 

場 所；賀茂公民館 講堂・学習室 

運営協力費；100円  定 員；20名 

親子ふれあい教室 「ユーカリの木おはなし会」 

１０：３０～１２：００ 

講 師；賀茂小学校読書ボランティア 

ユーカリの木のみなさん
場 所；賀茂公民館 講堂 

参加費；無料  定 員 10組 

毎年恒例のユーカリの木のみなさんによる 

おはなし会です。今回も内容盛りだくさん！ 

お子さんと一緒に楽しんでください。 

当日は貸し出し可能な絵本も準備しています♪ 

学び舎かも塾 「ぺーパー・ドール作り」 

１０：００～１２：００ 

講 師；地域指導者 鴨川 美津子さん 

場 所；賀茂公民館 講堂 

参加費；100円  定員；20名 

子ども体験学習 「陶芸 お絵描き皿作り」 

１０：００～１２：００ 

講 師；工房スマイル 樋口 経観
ひぐち   つねあき

 さん 

場 所；賀茂公民館 講堂 

参加費；1,000円 （当日持参） 

定 員；20名 

持ってくる物；マスク・タオル・水筒 

※汚れてもいい服装で来てください。

出来上がりは，約12ｃｍ。 

約1か月後です。お楽しみに…。 

作品例（公民館に見本があります♪） 

９月２５日（日） 臨時休館のお知らせ 

９月１５日（木）17時までに利用の申し込みがない場合は， 

臨時休館いたします。 

  ９月２６日（月） １８：３０～   【定員 40名】

あなたのお口は健康ですか？  
お口から健康づくりに取り組む実践的な講座です。口から 

始まる体の衰え（オーラルフレイル）を予防しましょう。 

  講師；早良区歯科医師会 会長 中  四 良 

し ろ う

さん 
  （中歯科医院 院長） 

 歯科衛生士  小山 ありさ さん 

  場所；賀茂公民館 講堂・学習室 

『健康はお口から オーラルフレイル予防！』 



●感染症対策
・消毒液  ・マスク

・体温計     ・ビニール手袋

・上履き  ・衛生用品 など

９月１日～７日は「福岡市備蓄促進ウイーク」 

災害に備えて“備蓄”を始めよう 
 市は，「防災の日」 の９月１日からの1週間を「福岡市備蓄促

進ウイーク」と定めています。地震や水害などの災害は，いつ

起こるかわかりません。いざという時のために，各家庭や自

治会，事業所で，３日分以上の飲料水や食料，生活物資など

を備蓄しましょう。 

●ローリングストック法
普段から食料や生活必需品を

少し多めに購入しておき，食べ

た分だけ買い足して備蓄する

方法です。 

●備蓄品
・食品(１人１日３食×３日分)

・水(１人１日３リットル×３日分)

・トイレットペーパー

・携帯用トイレ

・懐中電灯

・携帯ラジオ

・モバイルバッテリー

・救急セット など

☆古紙回収に一層のご協力をお願いします☆

（賀茂小学校 南東門前に設置） 

～ 毎週土・日曜日  ９：00～17：00 まで開放しています ～ 

＊ 回収可能なものは，【紙類のみ】 

     （段ボール，雑がみ，本，新聞紙など） 

＊ 紐で束ね，指定の場所に整理して置いてください。 

＊ 校区リサイクルボックスで集めた紙類などの資源回収に対し，  

福岡市から支払われる助成金は校区各町内の活動などに  

活用されています.  
賀茂校区自治協議会 環境委員会  

公民館でマイナンバーカードの申請をすると 

郵送で受け取れて大変便利です 
マイナンバーカードの申請受付や申請用写真撮影を行います。公民

館で申請すると区役所に行かずに手続きができ，カードは後日郵送で

自宅に届くので大変便利です。 

また，マイナンバーカードを既に持っている人には，マイナポイン

トの申込みや健康保険証利用登録，公金受取口座登録のサポートも行

いますので，ぜひご利用ください。 【事前予約制です。】

予約期間に下記の受付センターへお申し込みください。 

【 日 時 】 令和４年９月15日（木）9：30～16：30

【 会 場 】 賀茂公民館 講堂 

【 対象者 】 早良区に住民票のある方 

【事前予約期間】8月29日（月）～9月12日（月）

9：00～18：00 
定員に達した時点で予約受付を終了します。 

【 予約受付 】 福岡市マイナンバーカード出張サポート受付センター 

TEL ０９２－２６０－３５９０ 

FAX ０９２－２７２－２３１２ 
【必要なもの】 

（１）通知カード又は個人番号通知書

（２）住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

（３）本人確認ができるもの（運転免許証，パスポートなどの原本）

【 主 催 】 福岡市総務企画局データ活用推進課 
（この事業は業者への委託により実施します。） 

９・１０月 公民館・校区情報 

9月2日 金  19：00～ 
・第4回文化祭実行委員会

～10/30（日）実施予定～ 

3日 土 9：00~ ・そば打ちサークル体験会

5日 月 10：00～ ・老人クラブ連合会 役員会

7日 水 10：30～ ・子育てサロン こがもひろば

10日 土 9：00～ ・高齢者ソフトダーツ大会

12日 月 13：30～ ・母子巡回健康相談 （事前予約）

14日 水 10：30～ ・こがもひろばサポーター会議

17日 土 
10：00～ 
10：30～ 
18：30～ 

・衛生連合会 定例会
・子ども会育成会イベント（賀茂小学校体育館）

・自治協議会 運営委員会

21日 水 10：30～ ・子育てサロン こがもひろば

22日 木 13：30～ ・ふれあいサロンなまず

25日 日 ・校区一斉清掃

26日 月 18：30～ ・地域包括ケア関連講座
「健康はお口から オーラルフレイル予防」

28日 水 
14：00～ 
19：00～ 

・民生児童委員協議会 定例会
・子ども会育成会 定例会

10月2日 日 ・校区スポーツフェア

3日 月 10：00～ ・老人クラブ連合会 役員会

4日 火 19：00～ ・第５回文化祭実行委員会

5日 水 10：30～ ・子育てサロン こがもひろば

7日 金 ・賀茂小学校 前期終業式

8日 土 13:30～ ・地域カフェ「とっておきの話」

『わかば卓球サークル』から会員募集のご案内 

毎週，公民館の講堂で卓球をしています。 

和気あいあいと楽しい愉快なサークルです。 

是非，一度遊びにいらっしゃいませんか。 

活動日；第１～４火曜日  １０：００～１２：００ 

月会費；1,000円 ～お待ちしています～ 

年に一度は 

健康チェック！ 

「けんしんナビ」 

あなたの作品を展示されませんか？

 第38回賀茂公民館サークル文化祭を10月30日（日）

10時より賀茂小学校体育館で開催予定です。 

 賀茂公民館サークルのみなさんの作品も多数展示し，

地域の方向けの展示コーナーも予定しています。 

 絵画・書・写真・手芸品など展示をご希望の方は，賀

茂公民館までお越しの上，お申し込み下さい。  
【応募要項】 

1.氏名 2.連絡先 3.作品の種類と点数 4.作品のサイズ

を所定の申込書にご記入ください。 

※割れやすいものは不可

※ご自身で作品の搬入・搬出が出来る方に限ります。
搬入…10月29日（土）14:00以降，賀茂小学校体育館

搬出…10月30日（日）14:00以降，賀茂小学校体育館 の予定 

【申し込み締め切り】 9月22日（木） 「ミニ図書コーナー」もご利用ください。 

・総合図書館の本が８０冊。そのほかにも小説，児童書・専門書などがあります。

・職員在館時（9：00～17：00）お一人3冊まで いつでも貸し出しいたします！

貸し出し期間は，2週間です。 ご来館の際にごゆっくりお選びください。


